
はるの苑・・・ 
2018.03.05 
「はるの苑 くれないにほふ 桃の花 
下照る道に いで立つ乙女」 大伴家持 
 
私のおひなさまには、金屏風書かれている歌です。 
以前、年末だけ年賀状を書きに通ったお習字の先生に頂いたものです。 
み・や・びなひな祭りも終わりました。 
毎年、仕舞うのが淋しい。 

”コンカリーニョ”⇒”パトス” 
2018.03.13 
友達のパーソナリティー・小橋亜樹ちゃんから「朗読劇に出演するの」と 
お誘いがあって行ってきました。「彼らの声を聴けるのは僕らしかいない～いのちのバトン・ボルネオからの手紙～」 
会場が「ターミナルプラザことにパトス」だったのですが、私また間違えて、同じ琴似にある「コンカリーニョ」に行ってしまいま

した。（笑）入口で「予約していた田村です」とチケット売り場の方に伝えて入手できたのですが、 
なんか、違う・・・ 
「あれ？小橋亜樹ちゃんの名前がない」 
「あーーーーーーーーーっ！会場がちがってた！！！」と、 
そこで初めて気がついて、急いでタクシーに飛び乗り「パトス」に向かいました。慌ただしく会場に到着。間に合ったというわけで

す（笑） 
 
朗読劇だけに留まらず、 
旭山動物園の坂東 元園長の公演やTHE武田組のライブもあり、 
内容盛り沢山でした。 
 
”普段気に留めないまま、当たり前のように使っている・食べているモノが、 
誰かの・何かの犠牲の上にあるんだ”という事を考えさせられた時間でした。 
知らないことは罪だね。 
 
”ボルネオって、ここにあるんだ” 
”食品、製品の成分表示に「植物油（油脂）」「パーム油」の文字って結構あるんだな” 
”せめて、大事に使う食べる” 
小さなことですが、気に留めるようになりました。 
あと、旭山動物園に行った時には、 
自動販売機の飲み物を買おうと思います。 
（ボルネオでの野生動物の保全活動に使われる） 

声高に環境問題を叫ぶというのではないけれど、 
（武田組は熱く愛を叫んでいました（笑）・・・凄んごく良かったです ♪ ♪ ♪） 
象を取り巻く現状は、心に響くものがありました。 
 環境問題をこの日の私で考えるなら、”コンカリーニョ”が”パトス”じゃないって気付いたら 
”パトス”を探して、向かえばいいってことか！？ うーーーん、伝わるかな。せんでした！ 



 
ヤクルト健康フォーラム終了 

2018.03.19 
3/18（日）小樽はとても良いお天気。会場のグランドパーク小樽のテラスに出てみま

した。 
防波堤には沢山のカモメ！にしんが来ている証拠だそうです。 
正に、「♪ にしん来たかとカモメに問えばぁ～」だぁ～！！ 
なんて一節唄いながら、講演中の注意事項などをお伝えして、 
固い講演会の雰囲気をいきなりやわらかい空気にしてしまいました（笑） 
始まったら、きちんと進行しましたよ。 
第1部は、ヤクルト本社中央研究所の主任研究員・狩野 光芳（かのう みつよし）先

生に 
「腸内細菌と健康」について講演頂き、 
第2部は、順天堂大学大学院医学研究科の竹田 和由（たけだ かずよし）先生に 
「身体を守る免疫の話」と題してお話し頂きました。 
第3部は、「落語で笑って健康に！」と題して 
落語家・桂 三段（かつら さんだん）さんの落語を楽しみました。 
三段さんが高座に上がる階段も「三段」でした（笑） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラジオをいつも聴いて下さっているお客様から沢山あったかい声を掛けて頂きました。 
有難うございました！！ 

バランスボール 
2018.04.09 
以前から、気になっていて欲しかったんです。買いました。 乗ってみる・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初めてのクレーンゲーム 

2018.04.29 
いつも映画を観る時にお邪魔している、スガイディノスの一階にある 
「ディノスパーク札幌中央店」（札幌市中央区南3西1） の 
スタッフの皆さんが協力して下さり、その様子を収録させて頂き、 
ナルミッツの中で一部を放送しました。 
100円玉5枚握りしめて、 
操作の仕方を覚えるのに400円使ってしまいました（笑） 
結果、一個も取れませんでしたが、 
それにしても、景品の種類の多さにはビックリ！！！ 
ぬいぐるみだけじゃないんですね。 
津軽完熟りんごジュース瓶入り1リットル 、 
珪藻土バスマット、健康まくら等・・・、 
取れるまで熱中してしまう人の気持ちがわかったような気がしました。 

誕生日 

2018.04.30 
 
4/28の誕生日当日、そして前日も 
番組に沢山のお祝いメールやFAX、カードを届きました！ 
ありがとうございます。 全部読ませて頂きました。 
中には、「これからも美香さんらしく漂って下さい・・・」という 
メッセージもあり、なんだか、笑ってしまいました。 
健康に気をつけて、番組をお届けしたいなぁと改めて思いました。 
 
 
誕生日飲み会もしました。 
パーソナリティーの小橋亜樹ちゃんとラジオのスタッフと。 
 
4/26誕生日だった、ナルミッツ！！！月・火曜担当の森 結有花ANと 
お祝い焼き肉しました！お互いに、おめでとう！！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



そして4月上旬に、私の家にごはんを食べに来た山根あゆみちゃんがケーキでお祝いしてくれました！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ありがとう！！一応、年齢は非公表ということで、、、（笑） 

まだいける 

2018.05.03 
左のピンク色のノートパソコン。使い始めて、そろそろ10年になろうとしています。 
ネットが繋がらない。ウイルスセキュリティのソフトが立ち上がらない・・・ 
不都合が出てきたのですが、 
ものを大切に使う私のパソコンの先生曰く「まだいける」 
「えーーーー！？でもストレスです！！」と私。（笑） 
時間をかけると、使えないことはないですが、 
「思い切って、買います！！！」と宣言。 
直ぐにネットで調べて注文。 
新しいパソコンが届きました。（右のデスクトップ） 
パソコンの動作はスムーズになりましたが、 
慣れない私の動作は遅くなるという矛盾（笑） 
早くアップデートするぞ！！ 

箱 

2018.05.10 
ナルミッツ！！！水曜日のテーマ「箱」 
もとになったのが、”北海道 ARAMAKI展”という展覧会を 
観てきましたことからだったんですが、どんな展覧会なのか、 
詳しく話せなかったので少しご紹介。 
実家が漁業を営んでいることから、気になる展覧会でした。 
遠い昔、実家でも木箱を使っていたように記憶しています。 
トド松の間伐材で作られる新巻鮭が入れられ運ばれていた木箱。 
この『シャケ箱』に注目したのが、 
恵庭生まれの宮大工・村上智彦さんとギター職人・鹿川慎也さんのお二人。 
独特の勢いのある書体で屋号や漁法や重さが側面に書き込まれた箱が、 
椅子、テーブル、時計、写真立て、キャリーバッグ、 
ウクレレ、ギター、アンプ、神棚にまで姿を変えていました。 
札幌市中央区大通西17丁目 1-7/ D&DEPARTMENT HOKKAIDO by 3kg 

よしもと新喜劇映画、舞台挨拶！ 

2018.05.12 
今週の「金曜みか劇場」は初めての試み。 
まだ観ていない映画をご紹介しました。 
その映画が今日公開の「よしもと新喜劇映画 女子高生探偵あいちゃん」 
吉本新喜劇史上初・女座長・酒井藍ちゃんが 
NMB48に扮してアイドル探偵になるストーリー。 
私、新喜劇、大好きなんです！！ 
ユナイテッドシネマ札幌で初日舞台挨拶があると聞き行ってきました。 
 



主演の酒井藍ちゃん他、川端泰史さん、すっちーさん、諸見里大介さんが登場！ 
司会が、サ行が苦手な諸見里さん。 
お決まりの何を言っているのか分からない進行で 
いきなり笑わせていただきました（笑） 
撮影中の裏話からウソの話まで（笑） 
15分程のトークセッションはあっという間でした。 
最後に、SNSで拡散してください。 
とのことで写真撮影がOKになりました。 
 
「よしもと新喜劇映画 女子高生探偵あいちゃん」 
ユナイテッドシネマ札幌で5/17（木）まで上映中です！I  
 

栗城史多さんが亡くなりました 

2018.05.22 
昨日第一報を聞いてびっくりしました。 
栗城さんと初めてお会いしたのは、ナルミッツ！！！の前の番組「山ちゃん美香の朝ドキッ！」で 
私が毎週外に飛び出して様々な場所から中継していた”美香の何でも90分”で冬のモエレ山に一緒に上った時でした。 
モエレ山は札幌市東区にある人口の山で、標高62.4m 
世界の名立たる山に単独無酸素で登頂するような登山家の栗城さんが、 
”バカバカしい番組の企画”に付き合ってくださいました。 
私は上下スキーウエアの完全防備！栗城さんはというと・・・・・、 
ジーンズにジャンバー、頭にキャップはかぶっていましたが、 
手袋ははめていない軽装。まるで近くのコンビニに買い物に行くような姿でした。 
「私について来てください！」と言う栗城さんの前を上る私の言葉に、少し呆れながらも最後まで付き合ってくださったんで

す。（当時の番組のHPを見てみると、2009年の事でした） 
 
栗城さんは、ご自身の挑戦を実現するために、 
各地で講演活動をしたり、スポンサー集めに翻弄したり、モエレ山を上っていても、何をしていても、きっと、ずっとそこを

見続けていたんじゃないかなとその時のことを振り返って感じました。まだまだ、挑戦し続けたかったでしょうね。 
心からご冥福をお祈りいたします。 

トベックスまつりの司会をさせて頂きました 

2018.05.28 
「第3回みんなで楽しむトベックスまつり」が 
小樽市銭函のトベックス駐車場の特設会場で行われました。 
朝は曇り空のお天気でしたが、 
午前10時のスタートの時には殆どの雲が無くなり、 
どんどんお天気が良くなりました！ 
会場では、ログハウスを作るときの端材を利用しての手作り木工作や、 
マイ箸、マイキーフォルダーを作ったり、 
親子で丸太切りに挑戦するゲームなど・・・、 
木の香りに包まれた会場で、 
ご家族連れのお客様と一緒に楽しませていただきました！ 
今年も一緒に司会をさせて頂いた「はしさん」こと大工の橋之口さんと 
記念写真。また、来年お会いしたいですね。 

気ままにWEEKEND公開生放送！ 

2018.06.04 
6/2（土）の「気ままにWEEKEND」はスタジオを飛び出して、 
「TOYOTA ガズーレーシングパーク inイオンモール旭川駅前」開催の 
4階イオンホールからの公開生放送でした。 
加藤ANとの公開放送は初めてでした。 
多くのお客様にお越し頂きありがとうございました。 
ブラウスが、椅子の色と一緒でした（笑）中継リポーターを担当してくれた奥田優香ちゃん 
 
「もんすけジェスチャーゲーム」にも飛び入り参加！  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加藤宏子展 

2018.06.05 
「これは、いったい何だろう？」蚕の繭ような光沢と白さ。 
凛と佇む姿。地下鉄大通駅5番出口の吹き抜けのところにある作品です。 
 
札幌在住の美術家・加藤宏子さんの作品。 
タイトル：「improvisation〜受けとめるかたち」 
紙の彫刻です。 
障子紙の原料になっている楮（こうぞ）という植物で出来ています。 
なんて美しいんだろう・・・。 
この中に照明器具を入れたら、また違う表情を見せてくけるだろうなぁ。と 
思ったら、観ることができました。 
本郷新記念札幌彫刻美術館で開催中の加藤宏子展に行ってきました。 
美術館は1階、中2階、2階から成っていて 
こじんまりとした空間に、大小15の作品が展示されていました。 
床や壁からモコモコと溢れ出す、生物のような作品。 
大きなアンモナイトのような作品。巨大なコスモス？・・・など 
そして・・・、 
作品の中に照明を入れたものがありました！！紙の繊維が作り出す影は、 
思っていた以上に力強く温かみの中にもたくましさを感じる灯でした。 
加藤宏子さんが作品について語るアーテイスト・トークが6/10（日）14：00～14：30行われます。 
この日、彫刻美術館はサンクスデーで無料開放の日です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

眉毛が・・・ 
2018.06.06 
今日のナルミッツ！！！のテーマ「私のあおい話」ラジオをお聴きの皆さんから沢山メッセージを頂きました。 
ありがとうございました！ 
本番中、空き時間にお手洗いへ。鏡に映った自分の顔が・・・あれっ？！何か変！ 
眉毛が無い！ 
描くのを忘れていました(>_<) 
 



正に”あおく”なった話（笑）番組も終盤になって気づいた次第です。番組が終わって描いたらいつもの私。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川畑ANとナルミッツ！！！ 

2018.06.12 
先週金曜日のナルミッツは、 
お休みの水野ANのピンチヒッター 
川畑ANと一緒にお送りしました！ 
 
 
 
いつもと一味違う、しっとりナルミッツ？！（笑） 
 

はらはら・・・ 

2018.06.15 
この時期に咲く「バイカウツギ」が好きです。 
初夏を思わせる、 
緑の葉と白い花のコントラストが涼し気。 
今週は、少し寒く感じましたが(笑) 
HBCのそばの、道庁前庭にも咲いています。 
もう少し蕾の方が好きなんですが・・・ 
 
近くのスーパーでバイカウツギを見つけて購入。 
はじめは、蕾が多くてそのまま花瓶に入れていましたが、 
随分花が開いたので、小分けにして飾ってみたら・・・ 
あれーーーーーーー！ 
はらはら・・・。 
花びらがあっという間に落ちてしまいました！！ 
花の命は短い。だから、いい。 

アスパラが届きました 

2018.06.20 
この度、大阪北部を震源とする地震で 
被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。 
月曜日の朝、飛び込んできたニュースに驚き、 
関西方面に住んでいる友人のことが心配でしたが、 
直ぐに連絡をすることをためらいました。 
少し時間を置いてからメールをすると、 
直ぐに無事との連絡が・・・。 
安堵。 
 
朝にそんなやり取りをしていて、夕方。またメールが。 
「こんな日に、北海道からアスパラが届いたっ。うれしーい！」と。 



毎年この時期にアスパラを送っていたのですが、 
このタイミングで届くとは。嬉しくもあり、驚きでした。 
運送業者の方もいつもと状況が違う中で、よく届けて下さいましたよね。梅雨時の雨が気になりますが、 
被害が拡大しないことを祈るばかりです。 

今年も、えびまつりに行きます！ 
2018.06.24 
毎年声をかけて頂いている別海町の尾岱沼えびまつり。 
今年も参ります！！ 
司会進行が、HBC山内要一ANと一緒なんです。 
朝ドキッ！依頼のコンビでお祭りを盛り上げたいと思います！ 
お近くの方、是非お越しください。 
第58回尾岱沼えびまつり 
6月30日（土）13:30～17:00、 
7月1日（日）9:45～15:00 
場所は尾岱沼漁港特設会場です（野付郡別海町尾岱沼港町179-2） 
新鮮ホッカイシマエビやアサリの即売、 
漁協青年部、女性部の皆さんが作る郷土グルメの提供、 
野付湾クルージング、エビ・アサリすくい、 
ステージでは、郷土芸能野付竜神太鼓、 
ホッカイシマエビの踊り食い早食い競争etc・・・ 
ご家族で楽しめるイベントが盛り沢山です。 
HBCラジオ公開録音歌謡ショー。 
今年の歌のゲストは、市川由紀乃さん、工藤あやのさんのステージでお楽しみください。 
イベントの詳しい内容は、別海町観光協会まで。 
TEL. 0153-75-2111 FAX. 0153-75-2497 月～金 9:00～17:00 

えびまつりにお越し頂き有難うございました！ 

2018.07.03 
HBC山内要一ANとの司会。 
2年前まで一緒にやっていた「朝ドキッ！」以来のコンビ復活。 
懐かしくもあり、山内さんの変わらない雑学王の健在ぶりに 
終始笑いが止まらないステージになりました。 
 
土曜日の前日祭は晴天！ 
日曜日の当日祭は雨！ 
極端なお天気にもかかわらず、両日とも多くのお客様にお越し頂き、 
沢山声をかけて頂きました！ 
ありがとうございます。 
 
HBCラジオの公開録音歌謡ショーのゲストは、 
市川由紀乃さんと工藤あやのさんのお二方。 
市川由紀乃さんは、夏の絽のお着物をお召しになり、 
お話しを伺うと、随所に“えびまつり愛”を感じる装いでした。 
伸びやかで、優しい歌声が港に響きました♪ 
ピンクの帯と水色の帯び締めの理由が・・・。 
詳しくは、金曜日の「みか劇場」で。 
 
“山形のひだまり娘”こと工藤あやのさん。 
朝ドキッ！の頃にもゲストでお越しくださいましたが、 
“山形のめんこいあやのちゃん”が、 
女性らしく美しくなられてビックリ！！！ 
しかし、話すと山形弁が炸裂！あの頃のままでした。 
昔習っていたダンスを活かした振り付けも格好いい、 
いろんなジャンルの曲を披露してくださいました。 
 



山内さん、私世代がドンピシャの曲ばかり。舞台袖で二人で一緒に歌いまくっていました(笑) 
第58回尾岱沼えびまつり歌謡ショーの模様は、7/14(土)13：00～HBCラジオで全道放送されます。どうぞ、お聴きください。 

美香の部屋の植物・・・パクチー＆ぼくちー 

2018.07.10 
6月15日、植物がやってきました。 
 
ブリキの入れ物にパクチーの種を植えました。お隣は”ぼくちー”と名付けました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月18日パクチーの芽が出ました。 “ぼくちー”にも・・・毛が！？ 

パクチー＆ぼくちー、その後 

2018.07.13 
ぼくちーの髪？は順調に育っています。パクチーは・・・ひょろーーーーーっと頑張ってます(笑)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAびらとり夜まつり 

 2018.07.15 
7/14(土) 気ままにWEEKENDの生放送が終わり、 
平取に移動しました。 
平取和牛の焼肉！で打合せ。 
短時間で味わい、直ぐに着替え。 
お子さん対象のクイズ大会！実行委員会の種市さんと進行しました。 
続いて、美香のトークショー！ 
今回初めてクッキングコーナーをやりました。 
平取のトマト“桃太郎”と大葉を切って、“美味しい酢”で和えました。 
私、ここ2カ月くらい毎日のようにコレを食べています。 
トマトにフォークを刺して、コンロで炙る皮むき。 
加藤さんにアシスタントをして頂きました。 
切ったトマトが、コロンと転がったので 
「パック！！」っと食べちゃいました(笑) 
出来た料理？と言えるものでもありませんが、 
「試食コンテスト！」 
一番いいコメントを言ってくださった方にプレゼントを用意。 
皆さん完食！！ 
甲乙つけ難く、出場者の総意で 
小学生の女の子に“美味しい酢”をプレゼントしました。 
辺りも暗くなり、大抽選会で盛り上がり終了！ 
「トマトを採りながら、ラジオ聴いてますよ！」と沢山声をかけて下さいました。平取の皆さん！有難うございました。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


